
交通安全ビデオライブラリー
＜印旛地域振興事務所＞

No. 題名 内容 時間 対象者 備考

658 三びきの子ぶたの交通安全

三びきの子ぶたの兄妹が、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、道
路標識の意味などを、うさぎ先生に教えてもらいながら学んでいきま
す。可愛い子ぶたのキャラクターと一緒に、交通ルールを楽しく学ぶ
ことが出来る作品です。

14分
幼児

小学生
（低）

DVD

No. 題名 内容 時間 対象者 備考

7 お元気ですか（１）
落語家、桂歌丸師匠が、お年寄りの交通事故の原因を分かりやすく
説明し、事故に遭わないための、正しい横断の仕方等を描く。

20分 高齢者 VHS

8 お元気ですか（２）  安全なシルバードライビングを落語家の三遊亭金馬と学ぶ。 20分 高齢者 VHS

13 お元気ですか（３）
安全なシルバーライフを願って、ひとつの交通事故をもとに高齢者
の生活を描く。

20分 高齢者 VHS

19 お元気ですか（４） 高齢者ドライバーのために、安全運転の方法を描く。 20分 高齢者 VHS

21 危険を予測する
事故原因の大半を占める前方不注意に焦点を当てる。アイカメラを
使って正しい視線の説明。交差点、ドライバーから見た原付につい
ても紹介する。

20分 二輪車 VHS

23 交通事故と問われる責任
万一、交通事故を起こすとどうなるか。大学生が人身事故を起こし、
同乗していた、弟の高校生が、補償を含め様々な問題に取り組む様
子を描く。

20分 高校生 VHS

24 12分
25 10分
26 10分
27 12分
28 10分

40 大丈夫？君の自転車走行
自転車の事故例を分析し、どのような注意と心構えが必要かを知
り、安全な走行について考える。

20分
自転車
高校生

VHS

41 自転車の安全走行
自転車による交通事故の実態や原因を知り、正しい自転車の乗り
方や交通ルールを理解させる。

20分 自転車 VHS

42 交通安全～バイク～
中・高校生のバイクによる事故の実態を探り、親のかかわり方を考
える。

20分 二輪車 VHS

43 安全かな？君の自転車走行
自転車による交通事故の原因を知り、正しい安全な自転車の乗り方
を理解する。

20分 自転車 VHS

44 交通安全～自転車～
子供の自転車の乗り方が問題になっているが、その実態を探り安全
な乗り方を考える。

20分
自転車
中学生

VHS

45 安全な自転車走行
自転車の正しい乗り方や、安全点検の方法を知り、自転車による事
故の原因を考えさせる。

20分
自転車
中学生

VHS

46
かけがえのない命
～二輪車事故～

高校生の二輪車事故が引き起こす諸問題を取り上げ、交通事故防
止の心構えや態度について考えさせる。

20分 二輪車 VHS

47 どうろのあるきかた
正しい道路の歩き方や横断の仕方を紹介し、交通安全についての
意識を高める。

15分 幼児 VHS

55 マリーベルの交通安全
マリーベルとその仲間たちが、飛び出しの怖さや、信号を守ることの
大切さ、道路で遊ぶ危険等について一緒に考えます。

14分 幼児
VHS

アニメ

56 街にやさしいテクニック
走行中の車の性能・コントロールの限界と、実際に事故の起こりや
すい地点や状況を解説しながら、危険に近づかない運転のテクニッ
クの必要性を訴えます。

20分 運転者 VHS

58 海底国の交通安全
海底国をバックに、交通ルールの必要性を楽しく親しみを持って、子
供たちに教えます。

14分 幼児 VHS

63 見込み違いの悲劇
事故の原因は元をただせば、見込み違いにありを大前提に「脇見」
「認知」「判断」「操作」の面から見込み違いを分類、事故の予防方法
に迫る。生々しい事故現場のドキュメント。

27分 運転者 VHS

64
オール阪神巨人のお年寄りの
交通安全

漫才コンビのオール阪神巨人が、お年寄りが自ら安全を考え、行動
する事の大切さを訴え、お年寄りが幸せに明るく健康な毎日が送れ
るよう交通安全を訴える。

25分 高齢者 VHS

最新追加映像

運転の科学シリーズ
摩擦力（路面は生き物）、慣性力（ブレーキの話し）、遠心力（コーナ
リングのメカニズム）、被視認性（見られる運転）、危険予知（考える
運転）のテーマ毎にその仕組みを科学的に解き明かす。

運転者

貸し出しビデオリスト（VHS又はDVD）

VHS
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交通安全ビデオライブラリー
＜印旛地域振興事務所＞

No. 題名 内容 時間 対象者 備考

66
67
68

89
より確かな安全運転のために
-危険予知と自己コントロール-

的確な情報による安全運転をより確実なものにするには自己コント
ロールが重要です。その一つの方法であるコメンタリー・ドライビング
（言語報告運転法）の方法を具体的に考えます。

24分 運転者 VHS

96
はれときどきぶたのりやすくん
の交通安全

「はれぶた」シリーズののりやすくんとその仲間たちに登場してもら
い、飛び出しの怖さや、交通ルールを守ることの大切さなどを一緒
に考えます。

15分 小学生
VHS

アニメ

106
107
108
109
110

ルールくんとマナーちゃんのビ
デオで交通安全

１.歩くとき、２.信号とふみきり、３.横断歩道、４.あぶないとび出し、５.
自転車とくるま

各１５分 幼児 VHS

163
高齢者の原付安全運転
「見えますか、この危険！」

視力の衰えなど、高齢者に特有の体の衰えが引き起こす事故事例
を再現し、その危険を防止するための安全運転を具体的に解説しま
す。

18分
二輪車
高齢者

VHS

176
新・交通事故けが人の応急手
当

救急車が来るまでに、ケガ人の生命を守り続ける応急手当について
分かりやすく描く。

20分 その他 VHS

183 ドクターXの自転車安全セミナー
ドクターXが、ルールを守らない子供たちにユニークな交通安全指導
を行い、ルールやマナーの大切さを説く。

21分
自転車
小学生

VHS

335 ザ・シートベルト２
ダミー人形を使って車同士の衝突事故を再現し、事故によるダメー
ジを検証します。

22分 運転者 VHS

361
おじいちゃんは僕の先生
～自転車を安全に利用するた
めに～

自転車を利用する高齢者に安全に対する自覚を促し、事故防止の
手だてとなるように、また、若者の手本としての責任と義務も描いて
います。

22分
自転車
高齢者

VHS

389 シニアドライバー
シニアドライバーを対象に、事例を通して分かりやすくドラマ風に展
開し、「高齢者の自覚」と「シニアドライバーの心得の理解」を促す。

35分 高齢者 VHS

406
407
408

430
歩行者事故
（ダミー人形との衝突実験）

歩行者事故の実態を明らかにするため、衝突速度・車種などによる
歩行者への衝撃の相違を調べたダミー実験の映像。

22分 運転者 VHS

431
自転車事故
（ダミー人形との衝突実験）

自転車事故の実態を明らかにするため、衝突速度・車種などによる
自転車への衝撃の相違を調べたダミー実験の映像。

18分 運転者 VHS

432 ユーザーテスト
車は生き物、日ごろの点検が大切。警告灯とメーター、安全装備と
警告灯などの知識をテストします。

30分 運転者 VHS

433 かおりちゃんのだいぼうけん
安全な家庭内から一人で道路に出はじめる園児たちに、道路上で
はルールに従って動かねばならないことを教えます。

12分 幼児 VHS

434 タダシくんとじどうしゃせんにん
活発に外道路に出る事が増える子供たちに道路上では、自分から
積極的に安全をはからなければならないことを理解させます。

21分
小学生
（低）

VHS

435 君もひとりのドライバー
自転車に乗るなど行動範囲が大きく広がる年代の子供たちに、安全
で慎重な交通行動を心がけさせることを目的とします。

20分
自転車
小学生
（高）

VHS

436 マインドクイズYOUは安全？
クイズ番組の構成で、自動車の運転手の立場にたたせ、歩行者、自
転車はどういう動きが安全であるかを理解させます。

28分 中学生 VHS

437
クイズオンザロード交通安全の
科学

高校生は、原動付自転車の免許取得など、交通面では一人前とみ
なされる年代。安全性に注意した交通社会への理解を深めます。

26分 高校生 VHS

456 多発する新入社員の交通事故
どこにでもある身近な状況設定でも、ひとたび事故を起こすと加害
者・被害者の問題にとどまらず、周辺にいかに多大で深刻な影響を
与えるかをドラマタッチで解説。

25分 運転者 VHS

476
いのちを守るために
－こども交通安全教室－

交通事故の被害者（幼児二人を亡くした井上さんご夫妻）の話しを
聴き、生命の大切さを学んでもらおうと、特別教室を千葉県で企画
し、その様子を製作したもの。

20分 小学生 VHS

488 孫悟空の交通安全

孫悟空と仲間たちが遠い昔の唐の時代の中国から現代の日本にタ
イムスリップ。はじめて見るトラック、バス、信号などにビックリ、大パ
ニックに。子どもたちが楽しく見ているうちに、孫悟空たちと一緒に、
交通法規の大切さを学べます。

15分 小学生
VHS

アニメ

各10分

各18分 高齢者

VHS運転の科学シリーズ

VHS
ご隠居さん（江戸屋猫八）の交
通安全シリーズ

バランス（車の運動）、エネルギー（低燃費への挑戦）、感覚（夜間の
運転）

交通事故を再現しながら、事故防止のポイントを解説する。（ちょっと
待った！魔の交差点、夜道のこわーい話、その自信が危ない）

運転者
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交通安全ビデオライブラリー
＜印旛地域振興事務所＞

No. 題名 内容 時間 対象者 備考

490
相手の動きを予測せよ！
－歩行者・自転車の特性と危険
予測－

ドライバーの立場から、子ども、高齢者、自転車にどの様な特性が
あるのか、どの様なことに注意したら事故は防げるのかをわかりや
すく解説。

20分 運転者 VHS

496

497

499 お先にどうぞ　ありがとう
家族とのふれあいから生まれる交通安全とは？交通安全ファミリー
作文コンクールの入賞作文をもとに子どもの視点から交通安全を語
ります。

14分
小学生
（低）

VHS
アニメ

503
終わりなき償い
飲酒運転撲滅のために

飲酒による運転は、飲酒の量にかかわらず大変危険です。「少しだ
から」、「たった１杯だから」、そうした気のゆるみが重大事故につな
がっています。飲酒運転根絶を訴えます。

25分 運転者 VHS

504
道路には危険がいっぱい－お
年寄りの交通安全－

歩行中や自転車運転中に交通事故に遭わないようにするためには
どうしたらよいかを考える。「道路に潜む危険」「加齢による身体能力
の変化」「交通ルールとマナー」についてわかりやすく描く。

25分 高齢者 VHS

507
～事故の加害者にならないた
めに～
安全な自転車のルール

乗り方を間違うと凶器となり､運転者が加害者となってしまう自転車。
未成年でも自転車の運転者であるということに注意を促し､事故の
加害者になれば賠償責任を負わなければならないということを訴え
る。

20分 自転車 VHS

513
魔法園児マモルワタル
～まもろう交通ルール～

道路の危険を全く知らない魔法の国の園児マモルワタルが人間の
国で正しい交通ルールを学び、その大切さに気づいていきます。

15分 幼児
VHS

アニメ

517 まさかの未来

自転車を傍若無人に乗り回す中学3年生の大樹。学校の帰り道、携
帯電話を操作しながら自転車を片手運転のまま坂にさしかかる。そ
の時、交差点でお婆さんが横断を始める。慌ててブレーキをかける
が、整備不良でブレーキは効かず衝突してしまう．．．。

30分 自転車 VHS

519
飲酒運転の恐怖
～あなたが犯罪者にならないた
めに～

飲酒運転厳罰化を求める被害者・遺族の心情を通して、その意味を
理解してもらえるよう描く。飲酒運転が、いかに危険であるかを理解
できるよう、事件や専門家の解説を交え分かりやすく描く。

24分 運転者 VHS

526
グーパ王子の交通安全
～守ろうお約束～

グータン星から地球にやってきたグーパ王子は交通ルールを知らな
いから大変。地球のお友達に正しい答えを聞きながら交通のお約束
を学ぶ。

12分
小学校
（低）

VHS

529 飲酒運転に明日はない！

飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を題材に、改正道路交通法（H１
９．９．１９施行）を盛り込み、被害者・遺族の心情、加害者及び家族
の苦悩などを通じ、飲酒運転は、関係者の人生を狂わせてしまう犯
罪であることを描く。

15分 運転者 VHS

530 飲酒運転に明日はない！

飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を題材に、改正道路交通法（H１
９．９．１９施行）を盛り込み、被害者・遺族の心情、加害者及び家族
の苦悩などを通じ、飲酒運転は、関係者の人生を狂わせてしまう犯
罪であることを描く。

30分 運転者 VHS

531 飲酒運転に明日はない！

飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を題材に、改正道路交通法（H１
９．９．１９施行）を盛り込み、被害者・遺族の心情、加害者及び家族
の苦悩などを通じ、飲酒運転は、関係者の人生を狂わせてしまう犯
罪であることを描く。

15分 運転者 DVD

532 飲酒運転に明日はない！

飲酒運転による死亡ひき逃げ事故を題材に、改正道路交通法（H１
９．９．１９施行）を盛り込み、被害者・遺族の心情、加害者及び家族
の苦悩などを通じ、飲酒運転は、関係者の人生を狂わせてしまう犯
罪であることを描く。

30分 運転者 DVD

533
できたかな？あんぜんかくにん
ケンタとニャンタのこうつうあん
ぜん

ケンタと愛猫ニャンタの一挙一動にハラハラしながら、自然と交通
ルールを学べる内容。

13分
幼児

小学生
（低）

VHS
アニメ

536
ドキュメント
追突事故 交差点事故
－事故から学ぶ安全運転－

　カメラに収められた、追突事故と交差点事故をとりあげ、どうして
事故が起きたのか、事故を防ぐためにはどうしたらよいかを検証、
安全運転のポイントを解説。

21分 運転者 DVD

545
クーニャンの交通安全
「正しい自転車の乗り方」

かわいい猫「クーニャン」が謎のキャラクター「ジョニー」から正しい自
転車の乗り方を学んでいきます。

15分
自転車
小学生
（低）

VHS
アニメ

ルールくんとマナーちゃんのビ
デオで交通安全

7.身近な決まりごと。8.必ず注意
7は、歩道の歩き方、標識のみかた、自転車について、8は、とび出
し、くるまのあいだ、チャイルドシートについて学びます。

各15分 幼児 VHS
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交通安全ビデオライブラリー
＜印旛地域振興事務所＞

No. 題名 内容 時間 対象者 備考

551
自転車も車両です
～交通安全への意識改革～

「自転車も車両」　これを意識させることにより、自転車に乗る人はも
ちろん、ドライバーや歩行者の交通ルールやマナーに対する考え方
と行動を変える。

21分 自転車 DVD

559 みんなで学ぼう！交通ルール
交通少年団のお姉さんとネコくんが「交通ルール」を確認していきま
す。

13分
幼児

小学生
（低）

DVD

563
破滅への選択
～あなたならどうしますか～

平凡なサラリーマンがなぜ飲酒運転により事故を起こすという「破滅
への選択」をたどってしまったのかを、ＹＥＳ、ＮＯを選択するスタイル
で展開。

16分 運転者 DVD

567
あなたの運転　間違っていませ
んか-自転車はクルマの仲間-

自転車は「軽車両」として道路交通法を守らなければならないことを
訴え、自転車の正しい乗り方、事故事例をもとにどうすれば事故は
防げるのかを分かりやすく解説します。

21分 自転車 DVD

592
（こんなときが危ない！）
小学生のための自転車安全教
室

正しい自転車の乗り方を、基本から分かりやすく解説し、事故原因と
事故防止を明らかにしていきます。自転車事故を再現したスタントマ
ンを効果的に挿入し、子どもたちに事故の恐ろしさを印象付け、交
通安全の意識を高めます。

17分
自転車
小学生

DVD

615 真剣に考えよう自転車のこと
小学生の拓也君は自らの乱暴な運転により、歩行中のおばあさんと
ぶつかり、おばあさんは意識不明になってしまった。実際に起きた自
転車事故の裁判例を挙げ、交通事故の責任の重さを訴える。

16分
自転車
小学生

DVD

624
いつまでも安全運転を！
～高齢ドライバーに必要なこと
～

高齢になると、身体機能の低下や変化が事故につながることも少な
くありません。この作品では、高齢ドライバーに多い事故例を描きな
がら、どのようなことに注意をしたら交通事故を防ぐことができるの
か、安全運転の秘訣を示していきます。

15分
高齢者
運転者

DVD

635
絶対にダメ！飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さ
ない！」

アルコールが運転にどのような影響を与えるのか、その危険性を再
現ドラマを交え、ＣＧ、実験で明らかにします。また、道路交通法及
び、新法・自動車運転死傷処罰法を分かりやすく解説します。

21分 運転者 DVD

643 あの時『ボク』は自転車で・・・

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。どういうわけ
だか、二人で自転車の交通ルールを勉強することに・・・。
ちょっぴりミステリアスなドラマを通じて、自転車の正しい乗り方を示
し、交通ルールを守ることの大切さを訴えかける、子供たちの心に
響く交通安全教材です。

20分
自転車
小学生

DVD

658 三びきの子ぶたの交通安全

三びきの子ぶたの兄妹が、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、道
路標識の意味などを、うさぎ先生に教えてもらいながら学んでいきま
す。可愛い子ぶたのキャラクターと一緒に、交通ルールを楽しく学ぶ
ことが出来る作品です。

14分
幼児

小学生
（低）

DVD
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